
上場取引所　　大証ヘラクレス

URL http://www.asciisolutions.com

TEL　(03) 4524 - 6015   

(百万円未満切捨)

１.　平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

（１）　経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)
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（２）　財政状態
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（３）　キャッシュ・フローの状況

２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

通期の業績予想につきましては、平成20年１月31日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

平成19年３月期より四半期経営成績の開示を行っているため、平成19年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりませ
ん。

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、１株当たり四半期（当期）純損失のため記載しておりません。
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平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況(非連結)

期中平均株式数　　平成20年３月期第３四半期13,299株　　平成19年３月期第３四半期　11,846株　　平成19年３月期　11,871株
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営業活動による
キャッシュ・フロー

120 

財務活動による
キャッシュ・フロー

期末発行済株式数　　平成20年３月期第３四半期　14,726株　　平成19年３月期第３四半期　11,940株　　平成19年３月期　12,076株
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

３．その他

(1) 四半期財務諸表の作成基準 ：　中間財務諸表作成基準

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　有

(3) 会計監査人の関与 ：　有

※　業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

　当社の第３四半期の業績は、売上高は1,926百万円となり、前年同四半期比80百万円（前年同期比4.3％増）となりました。営業損
益は267百万円の損失となり、経常損益は276百万円、四半期純損益は545百万円の損失となりました。

　売上高につきましては、ネットビジネス事業は自社開発製品の売上が低調に推移しましたが、企業向けセキュリティ関連ソフトウェ
ア等ベースになる売上の計上により、372百万円となり、エンベデッドシステム事業は新規開発案件の開発に係る売上とその一部が
量産体制に入ったこともあり526百万円となり、ビジネスソリューション事業は、顧客数を着実に増加させたこともあり、1,027百万円と
なりました。

　損益面では、エンベデッドシステム事業の粗利益率の低迷と、ビジネスソリューション事業における競争激化に伴う粗利益率の低
下、事業体制強化に伴う販売費及び一般管理費が前年比で101百万円増加したこともあり、営業損益は267百万円、経常損益は
276百万円の損失となり、第3四半期純損益は棚卸資産の評価において来期からの計上基準の変更を前倒しで適用し、過去の仕入
れ・販売実績と在庫数量から勘案して過剰であると思われる期首在庫相当額の評価損及び減損損失等による特別損失266百万円
が発生したこともあり、545百万円の純損失となりました。

財政状態の変動状況

　当第３四半期の総資産は1,055百万円となり、前期末比685百万円の減少（前期末比39.4％減）となりました。
これは主に、現金及び預金169百万円、売掛金145百万円、たな卸資産132百万円及びソフトウェア143百万円の減少等によるもの
です。また、純資産は△195百万円となり、前期末比391百万円の減少（前期末比199.4％減）となりました。これは主に当第３四半期
純損失545百万円を計上したことによるものです。これにより自己資本比率は前期末比29.8ポイント減少の△18.5％となりました。

キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期における現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ169百万円減少し、61百万円となりました。
当第３四半期における各キャッシュ・フローの要因は以下のとおりであります。
　営業活動によるキャッシュ・フローは248百万円の減少となりました。これは主に、売上債権の減少による収入183百万円がありまし
たが、税引前第３四半期純損失542百万円の計上及び仕入債務の減少102百万円の支出等の要因によるものです。
　投資活動によるキャッシュ・フローは41百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14百万円、無形固
定資産の取得による支出31百万円等の要因によるものです。
　財務活動によるキャッシュ・フローは120百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加39百万円及び株式の発行によ
る収入152百万円があった一方、長期借入金の返済による支出71百万円等の要因によるものです。

　平成20年3月期の業績予想につきましては、平成20年1月31日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はあ
りません。
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

４．四半期財務諸表

(1)四半期貸借対照表

(千円未満切捨)

前年同四半期 当四半期 （参考）

（平成19年３月期 （平成20年３月期 前期

第３四半期末） 第３四半期末） （平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率(%) 金額（千円）

(資産の部）

Ⅰ 流動資産

1． 現金及び預金 156,699 61,763 △ 94,936 231,332 

2． 売掛金 659,591 520,131 △ 139,459 665,776 

3． たな卸資産 444,812 140,327 △ 304,485 272,788 

4． その他 63,240 72,914 9,673 143,230 

貸倒引当金 △ 7,173 △ 5,900 1,273 △ 397 

流動資産合計 1,317,170 789,236 △ 527,934 △ 40.1 1,312,729 

Ⅱ 固定資産

（1） 有形固定資産

1． 建物 ※１ 1,219 10,111 8,892 10,446 

2． 器具及び備品 ※１ 13,428 12,347 △ 1,080 13,302 

有形固定資産合計 14,647 22,459 7,811 53.3 23,749 

（2） 無形固定資産

1． ソフトウェア 221,622 86,547 △ 135,075 208,623 

2． ソフトウェア仮勘定 ─ ─ ─ 21,915 

3． その他 665 665 ─ 665 

無形固定資産合計 222,288 87,213 △ 135,075 △ 60.8 231,204 

（3） 投資その他の資産

1． 敷金保証金 71,448 112,699 41,250 112,240 

2． 破産更生債権等 ─ 110,124 110,124 148,081 

3． その他 4,307 ─ △ 4,307 6,030 

貸倒引当金 △ 0 △ 66,024 △ 66,023 △ 92,956 

投資その他の資産合計 75,756 156,799 81,043 107.0 173,396 

固定資産合計 312,691 266,471 △ 46,220 △ 14.8 428,350 

資産合計 1,629,862 1,055,707 △ 574,154 △ 35.2 1,741,079 

注
記

区分
増減
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

(千円未満切捨)

前年同四半期 当四半期 （参考）

（平成19年３月期 （平成20年３月期 前期

第３四半期末） 第３四半期末） （平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率(%) 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

1． 買掛金 392,241 273,834 △ 118,407 376,203 

2． 短期借入金 450,000 699,200 249,200 660,000 

3． １年以内返済予定長期借入金 63,324 70,359 7,035 95,352 

4． 未払金 37,081 27,639 △ 9,442 237,894 

5． 未払費用 58,133 88,132 29,999 58,047 

6． その他 14,314 40,211 25,896 19,295 

流動負債合計 1,015,095 1,199,377 184,281 18.2 1,446,792 

Ⅱ 固定負債

1． 長期借入金 45,859 51,500 5,641 98,000 

固定負債合計 45,859 51,500 5,641 12.3 98,000 

負債合計 1,060,954 1,250,877 189,922 17.9 1,544,792 

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1． 資本金 506,450 587,550 81,100 16.0 510,700 

2． 資本剰余金

資本準備金 342,723 423,823 81,100 346,973 

資本剰余金合計 342,723 423,823 81,100 23.7 346,973 

3． 利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △ 278,109 △ 1,206,543 △ 928,434 △ 660,951 

利益剰余金合計 △ 278,109 △ 1,206,543 △ 928,434 333.8 △ 660,951 

株主資本合計 571,064 △ 195,169 △ 766,234 △ 134.2 196,722 

Ⅱ 評価・換算差額等

1． その他有価証券評価差額金 △ 2,157 ─ 2,157 △ 434 

評価・換算差額等合計 △ 2,157 ─ 2,157 △ 100.0 △ 434 

純資産合計 568,907 △ 195,169 △ 764,076 △ 134.3 196,287 

負債・純資産合計 1,629,862 1,055,707 △ 574,154 △ 35.2 1,741,079 

区分
注
記

増減
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

(2)四半期損益計算書

(千円未満切捨)

前年同四半期 当四半期 （参考）

（平成19年３月期 （平成20年３月期 前期

第３四半期） 第３四半期） （平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率(%) 金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,845,916 1,926,039 80,122 4.3 2,397,983 

Ⅱ 売上原価 1,378,346 1,552,058 173,712 12.6 2,011,384 

売上総利益 467,570 373,980 △ 93,589 △ 20.0 386,598 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 539,977 641,408 101,431 18.8 828,935 

営業損失 △ 72,406 △ 267,428 △ 195,021 269.3 △ 442,336 

Ⅳ 営業外収益 184 6,239 6,054 ─ 1,557 

Ⅴ 営業外費用 ※１ 19,461 14,853 △ 4,607 △ 23.7 22,669 

経常損失 △ 91,683 △ 276,043 △ 184,359 201.1 △ 463,448 

Ⅵ 特別利益 90 ─ △ 90 △ 100.0 ─ 

Ⅶ 特別損失 ※２ 363,753 266,613 △ 97,139 △ 26.7 372,954 

△ 455,346 △ 542,656 △ 87,310 19.2 △ 836,403 

1,768 2,935 1,167 3,553 

△ 457,114 △ 545,592 △ 88,477 19.4 △ 839,956 

増減
注
記

法人税、住民税及び事業税

第３四半期純損失又は当期純損失

税引前第３四半期純損失
又は当期純損失

区分
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

（３）四半期株主資本等変動計算書 　

前年同四半期会計期間 (千円未満切捨)

平成18年3月31日現在残高（千円） 304,200 39,973 179,004 523,178 △ 2,307 520,871 

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 202,250 302,750 - 505,000 - 505,000 

四半期純損失 - - △ 457,114 △ 457,114 - △ 457,114 

株主資本以外の項目の当四半期会計
期間中の変動額（純額）

- - - - 150 150 

当四半期中の変動額合計（千円） 202,250 302,750 △ 457,114 47,885 150 48,035 

平成18年12月31日現在残高（千円） 506,450 342,723 △ 278,109 571,064 △ 2,157 568,907 

当第3四半期会計期間 (千円未満切捨)

平成19年3月31日現在残高（千円） 510,700 346,973 △ 660,951 196,722 △ 434 196,287 

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 76,850 76,850 - 153,700 - 153,700 

四半期純損失 - - △ 545,592 △ 545,592 - △ 545,592 

株主資本以外の項目の当四半期会計
期間中の変動額（純額）

- - - - △ 322 △ 322 

当四半期中の変動額合計（千円） 76,850 76,850 △ 545,592 △ 391,892 434 △ 391,457 

平成19年12月31日現在残高（千円） 587,550 423,823 △ 1,206,543 △ 195,169 - △ 195,169 

前事業年度 (千円未満切捨)

平成18年3月31日現在残高（千円） 304,200 39,973 179,004 523,178 △ 2,307 520,871 

当事業年度中の変動額

新株の発行 206,500 307,000 - 513,500 - 513,500 

当期純損失 - - △ 839,956 △ 839,956 - △ 839,956 

株主資本以外の項目の当事業年度中の
変動額（純額）

- - - - 1,872 1,872 

当事業年度中の変動額合計（千円） 206,500 307,000 △ 839,956 △ 326,456 1,872 △ 324,583 

平成19年3月31日現在残高（千円） 510,700 346,973 △ 660,951 196,722 △ 434 196,287 

純資産合計

資本剰余金

評価・
換算差額等

利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

(自　平成18年4月1日   至　平成18年12月31日）

資本準備金

資本金

株　主　資　本

(自　平成19年4月1日   至　平成19年12月31日）

株　主　資　本
評価・

換算差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

(自　平成18年4月1日   至　平成19年3月31日）

株　主　資　本
評価・

換算差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年3月期　第3四半期財務･業績の概況（非連結）

（４）キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨)

前年同四半期 当四半期 前事業年度

自　平成18年4月  1日

至　平成19年3月31日

区分 　　金額（千円） 　　　　金額 (千円） 　　　　金額 (千円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前第1四半期純損失又は税引前当期純損失 △ 455,346  △ 542,656  △ 836,403  

減価償却費 23,458  53,090  34,639  

貸倒引当金の増減額(△は減少) 5,359  △ 21,430  91,540  

受取利息及び受取配当金 △ 16  △ 139  △ 116  

支払利息 6,210  13,615  9,450  

株式交付費 12,911  1,173  13,061  

為替差損 △ 115  △ 53  △ 337  

有形固定資産除却損 357  51  357  

投資有価証券評価損 7,741  475  7,741  

投資有価証券売却損 ─　 983  ─　

違約金損失 30,000  ─　 30,000  

棚卸資産評価損 ─　 118,309  ─　

減損損失 ─　 146,792  ─　

仕掛品評価損 ─　 ─　 331,843  

その他特別損失 ─　 ─　 3,011  

売上債権の増減額(△は増加) △ 1,941  183,601  △ 147,387  

未収入金の増加額 ─　 ─　 △ 84,975  

たな卸資産の増減額(△は増加) 88,934  △ 4,398  △ 71,080  

仕入債務の増減額(△は減少) 167,813  △ 102,368  151,774  

未払金の増加額 ─　 ─　 195,310  

その他の資産の増加額 △ 120,162  △ 14,614  △ 36,779  

その他の負債の増加額 △ 34,208  △ 65,735  △ 118,279  

　　　　　　　　　　　　　　　  小        計                             △ 269,004  △ 233,301  △ 426,628  

利息及び配当金の受取額 16  139  116  

利息の支払額 △ 6,491  △ 13,309  △ 10,213  

違約金の支払額 △ 30,000  ─　 △ 30,000  

法人税等の支払額 168  △ 2,265  △ 973  

営業活動によるキャッシュ・フロー                  △ 305,310  △ 248,737  △ 467,698  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 2,678  △ 14,197  △ 8,741  

無形固定資産の取得による支出 ─　 △ 31,915  △ 194,232  

投資有価証券の売却による収入 ─　 5,006  ─　

貸付金の回収による収入 433  446  579  

その他の投資による支出 △ 198,913  △ 405  △ 64,262  

その他の投資による収入 130  ─　 130  

投資活動によるキャッシュ・フロー                  △ 201,028  △ 41,065  △ 266,526  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額 10,000  39,200  220,000  

長期借入れによる収入 ─　 ─　 100,000  

長期借入金の返済による支出 △ 44,716  △ 71,493  △ 60,547  

株式の発行による収入 492,088  152,526  500,438  

財務活動によるキャッシュ・フロー                  457,372  120,233  759,891  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額                    △ 48,966  △ 169,569  25,666  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高                  205,666  231,332  205,666  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高                  156,699  61,763  231,332  

（平成19年3月期
第3四半期）

（平成20年3月期
第3四半期）
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年３月期　第３四半期財務･業績の概況（非連結）

注記事項

（四半期貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 6,893 千円　　 建物 10,018 千円　　 建物 7,464 千円　　

器具及び備品 26,835 千円　　 器具及び備品 31,662 千円　　 器具及び備品 28,329 千円　　

（四半期損益計算書関係）

※１　営業外費用の内訳 ※１　営業外費用の内訳 ※１　営業外費用の内訳

支払利息 6,210 千円　　 支払利息 13,615 千円　　 支払利息 9,450 千円　　

株式交付費 12,911 千円　　 株式交付費 1,173 千円　　 株式交付費 13,061 千円　　

その他 339 千円　　 その他 64 千円　　 その他 157 千円　　

※２　特別損失の内訳 ※２　特別損失の内訳 ※２　特別損失の内訳

投資有価証券評価損 7,741 千円　　 投資有価証券評価損 475 千円　　 投資有価証券評価損 7,741 千円　　

仕掛品評価損 325,653 千円　　 棚卸資産評価損 118,309 千円　　 仕掛品評価損 331,843 千円　　

違約金損失 30,000 千円　　 減損損失 146,792 千円　　 違約金損失 30,000 千円　　

その他 357 千円　　 その他 1,034 千円　　 その他 3,369 千円　　

前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期
第３四半期末）

（平成19年３月期）

前期

（平成19年３月期末）

前年同四半期 当四半期 前期

（平成19年３月期
第３四半期）

（平成20年３月期
第３四半期）
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年３月期　第３四半期財務･業績の概況

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産

　　（１）商品、製品、原材料 　　（１）商品、製品、原材料 　　（１）商品、製品、原材料

 　　総平均法による原価法 同左 同左

　　（２）仕掛品 　　（２）仕掛品 　　（２）仕掛品

 　　個別法による原価法 同左 同左

　　（３）貯蔵品 　　（３）貯蔵品 　　（３）貯蔵品

同左 同左

　（会計方針の変更）

有価証券 有価証券 有価証券

　　（４）時価のあるもの 　　（４）時価のあるもの 　　（４）時価のあるもの

同左

　　（５）時価のないもの 　　（５）時価のないもの 　　（５）時価のないもの

　　　移動平均法に基づく原価法 同左 同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

　　（１）有形固定資産 　　（１）有形固定資産 　　（１）有形固定資産

　　　定率法を採用しております。 　　　定率法を採用しております。 　　　定率法を採用しております。

　　建物　　　　　　　10～15年 　　建物　　　　　　　10～18年 　　建物　　　　　　　10～15年

　　器具及び備品　　2～ 5年 　　器具及び備品　　2～ 5年 　　器具及び備品　　2～ 5年

（会計方針の変更）

 　　最終仕入原価法による原価法

　四半期決算日の市場価格等に基づく
時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

（平成19年3月期）

　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

（平成20年3月期
第３四半期）

前年同四半期 当四半期

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

（平成19年3月期
第３四半期）

　棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成18年７月５
日 企業会計基準第９号）が平成20年３
月31日以前に開始する事業年度に係る
財務諸表から適用できることになったこと
に伴い、当中間会計期間から同会計基
準を適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に
比べて、税引前四半期純損失及び四半
期純損失が118,309千円増加しておりま
す。

前事業年度

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

　法人税法の改正((所得税法等の（会計
方針の変更）一部を改正する法律 平成
19年３月30日 法律第６号)および(法人
税法施行令の一部を改正する政令平成
19年３月30日政令第83号)）に伴い、当
中間会計期間より、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産について、
改正後の法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しております。
　これによる営業損失、経常損失、税引
前四半期純損失への影響は軽微であり
ます。
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㈱アスキーソリューションズ(3801)　平成20年３月期　第３四半期財務･業績の概況

（平成19年3月期）
（平成20年3月期
第３四半期）

前年同四半期 当四半期

（平成19年3月期
第３四半期）

前事業年度

（追加情報）

　　（２）無形固定資産 　　（２）無形固定資産 　　（２）無形固定資産

　　　定額法を採用しております。 同左 同左

３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法

　　株式交付費 　　株式交付費 　　株式交付費

　　  支出時に全額費用処理しております。 同左 同左

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

　　貸倒引当金 　　貸倒引当金 　　貸倒引当金

同左 同左

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法

同左 同左

同左 同左

消費税の会計処理 消費税の会計処理 消費税の会計処理

同左 同左　　消費税及び地方消費税につきまして
は税抜方式にて処理しております。

　　なお、自社利用のｿﾌﾄｳｪｱについて
は、社内における利用可能期間（5年）に
基づく定額法によっております。

　　資金（現金及び現金同等物）は手許
現金、随時引き出し可能な預金及び容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取得
日から3ヶ月以内に償還期限の到来する
短期投資からなっております。

７．その他四半期財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

６．四半期キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金の範囲

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実質率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

　　リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。

６．四半期キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金の範囲

７．その他四半期財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

６．キャッシュ・フロー計算書における資金
の範囲

７．その他財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項

　販売目的のソフトウェアについては、見
込販売数量に基づく償却額と残存見込
販売有効期間(３年)に基づく均等償却額
とのいずれか大きい金額を計上しており
ます。

　法人税法の改正に伴い、当会計期間
より、平成19年３月31日以前に取得した
資産については、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の適用により取
得価額の５％に到達した会計年度の翌
会計年度より、取得価額の５％相当額と
備忘価額との差額を５年間にわたり均等
償却し、減価償却費に含めて計上して
おります。
　これによる営業損失、経常損失、税引
前四半期純損失への影響は軽微であり
ます
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